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善意というものがないなら
ロータリークラブは唯の社交クラブだ。
職業は金儲けのためでしかなく、
社会奉仕というも施しにすぎず、
国際奉仕は外交以外の何ものでもない。
パストガバナー
会長

クラブ会報・情報委員会
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桐生市歌斉唱
四つのテスト唱和
来訪者紹介
米山功労者表彰
結婚・誕生祝
乾 杯
会長の時間

前原 勝

前 原 勝 樹
幹事

園田

誠

平岩千鶴子・木村洋一・山﨑一順・牛膓章

第３０４３回例会
(１０月２日(月)第１例会)
１０． 幹事報告
１１． 委員会報告
１２． 卓 話
「世界に羽ばたく桐生の刺繍」
株式会社 笠盛
代表取締役 笠原 康利 様
１３． 点 鐘

ようこそビジター
<卓話者> 株式会社 笠盛 代表取締役 笠原 康利 様（桐生中央 RC 会長）
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《報 告》
・9/27 未来企画委員会家庭集会
会長候補者推薦委員会
《予 定》
・例会終了後、定例理事会
・10/5 桐生第一高等学校進路ガイダンス
講師 朝倉剛太郎君、高橋弘史君
職業奉仕委員長 増山大祐君 同行
・10/7 青少年交換移動オリエンテーション
エバン君・桑原カウンセラー
・10/9 祝日(体育の日)の為休会

幹事報告
・国際ロータリーより、ロータリーレートのご案内です。
10 月は、1＄＝１１２円です。
・ガバナー事務所より、前橋問屋センター会館駐車場の
ご案内と第 6 回日台ロータリー親善会議のご案内が届
いております。
・群馬県肢体不自由児協会より「手足の不自由な子ども
たちを守り育む運動」募金のご協力のお願いが届いて
おります。回覧致しますのでご協力お願い致します。
・桐生南、桐生西、桐生赤城の各 RC より週報到着。
・本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので、
関係理事役員の方々は、ご出席お願い致します。

委員会報告
出席委員会
本日の出席(平成 29 年 10 月 2 日)
総員 65 名：出席 45 名
平成 29 年 9 月 11 日例会修正出席率：88.70％
ニコニコボックス
前原勝君、疋田博之君、牛膓章君、坪井良廣君、松島
宏明君、竹内靖博君、須永博之君、柳明彦君…桐生中
央 RC 会長笠原康利様を卓話者にお迎えして／北川洋
君…米山功労者表彰を頂きました／堀明君…結婚誕
生祝の初めての乾杯をさせて頂きます／牛膓章君、坂
入勝君、吉野雅比古君、柳明彦君、高橋弘史君…結婚
祝／坂入勝君、吉野雅比古君、朝倉剛太郎君、大島千
賀子さん、平岩千鶴子さん･･･誕生祝。
米山奨学委員会
疋田 博之 君 ￥10,000
卓 話

「世界に羽ばたく桐生の刺繍」
株式会社 笠盛
代表取締役 笠原 康利 様
まず、中央ＲＣは今年南ＲＣと一緒になります。丁度会
員の年齢層も平均化するという利点もあります。今後とも、
よろしくお願い申しあげます。
さて、本題に入ります。繊維産業の現状ですが、殆ど
輸入品で国内で作っているのは僅か 3％しかありません。
刺繍業界はその中ですので、僅かな割合です。金額ベ
ースで見ると、輸入品は安い・・・でしたが、現状は大分
高くなっています。90 年代に海外生産に大分シフトして、
市場規模もこの 20 年間で 2/3 に縮小しました。購入単
価は 91 年を 100 とすると今は 51 位、服が大分安くなっ
ています。きびしい現況ですが、輸入価格は上がって
います。これは 2/3 が中国で作っていることによります。
商社も手を引いてきていて、商社にデザインまで、丸投
げしているブランドもあり、名前は違うけれど、モノは同じ
という問題もかかえています。 又、私達業界の事業所
数は、昔は縫製、刺繍屋さんは多かったのですが、20
年間で 1/4 に減少しています。百貨店はかつて 1/3 は
アパレルの売上げでしたが、今は売れなくなっています。
反面ｗｅｂでの販売の伸びも大きいです。ＺＯＺＯＴＯＷ
Ｎ、オンワードや三越伊勢丹とも肩を並べています。き
びしい状態で、日本は閉塞感はありますが、世界に目
を向ければ、まだまだ大きなマーケットがあります。
2060 年（43 年後）の人口は、世界の人口 100 億人
（43％増）、日本の人口 8673 万人（30％減）当然生産人
口も減ります。モノを作るのはきびしくなって、当然消費
も減ってきます。商売も成り立たなくなってくるわけです。
フランスなども見習って、人口減対策は重要です。江戸
自体、桐生(旧市街地)は 4000 人の人口がいました。こ
の時代では大きな町でした。桐生の織物は、京都と比し

て安物と言われましたが、京都より人材を招聘し、技術
を飛躍的に向上させてきました。桐生はチャレンジしな
がら、みないい物を作っていった、これが今につづいて
います。
笠盛進化計画
笠盛の取組輝ける明日を目指して－－－
そこで笠盛ですが、明治 10 年（1877 年）笠嘉織物とし
て帯機を始めました。良いときも悪いときもありましたが、
なんとかつづいてきました。昭和 34 年（1959 年）刺繍を
始めましたが、90 年代の流れで生産の海外シフトという
ことで、平成 5 年（1993 年）インドネシア進出し、平成 12
年（2010 年）PT.KASAMORI 設立しましたが、インドネシ
アでは大変でした。平成 17 年（2005 年）インドネシア撤
退しました。
この経験から、「ものづくりは日本でしょう」「海外で生産
したものを日本に持ってくるのではなく、日本でつくった
ものを海外へ売ろう」そして、インドネシアの時もいろい
ろな方々が助けて頂いた「自分 1 人では何も出来ない」
という戦略にシフトしました。
海外の展示会にでようということで、初めてエントリーを
して、平成 19 年（2007 年）Paris の展示会モーダモン出
展しましたが、2009 年に予定していたのを前倒ししたこ
とから、出展するモノが無くて、出発ギリギリきまで創って
成田から出発しました。これには平成 24 年（2012 年）ま
で 6 年間連続出展をしました。
平成 22 年（2010 年）モーダモンではルイビトンが来て、
平成 23 年（2011 年）Paris の展示会ﾒｿﾞﾝｵﾌﾞｼﾞｪには、
商品力を高めるべく、パーツではなく完成した製品を作
って出展をしました。この年ルイビトンとの商談があり、ま
とまりましたが東北大震災があり、海外では地図を見れ
ば福島＝桐生・・・、流れてしまいました。
つづいて、平成 24 年（2012 年）NewYork Gift Fair 出展。
平成 26 年（2014 年）ｱﾝﾋﾞｴﾝ
ﾃ（ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ）出展しました。
現在でもｱﾝﾋﾞｴﾝﾃ出展は現
在も継続していて、認定も頂
きました。
2015 年にはシャネルのコレ
クションにカサモリレースがつ
かわれました。製品を購入し
ようと思ったら、そのバック、高
級商品で 300 万円だったの
で・・・やめました。
平成 12 年（2010 年）000（トリ
プル・オゥ）というファクトリーブランドを立ち上げました。
000（トリプル・オゥ）、ゼロが三つ、すべてをリセットすると
いう意味です。刺繍で作ったアクセサリー刺繍は平面と
いう常識を破り、丸い立体刺繍を作り特許も出願しまし
た。これは、日本橋三越、新宿伊勢丹、銀座松屋等、バ
リの美術館のミュージアムショップでも販売され、好評を
得ています。

〇桐生の繊維企業の現状、特徴ですが、
1.桐生には素晴らしい技術がある、
2.分業化が進んでいますがその技術がなくなりつつある
3.桐生はアパレルの素材供給基地
4.自社製品にチャレンジする企業が出てきた
5.ものづくりを目指す若手が集まってきている、弊社でも
海外で経験をつんだ若者も来ています。彼らの育成が
次世代の発展につながってくると思っています。
〇笠盛の目標ですが
1.71 期、OEM と自社製品の割合を 50％にする
2.68 期、000（トリプル・オゥ）以外の新ブランドを立ち上
げる
3.海外（アメリカ、ヨーロッパ）の販売強化（継続事業）
4.68 期、直販部門の充実（ネットショップ、実店舗）
を掲げています。
〇笠盛社内内部の取組みとして
1.見える化の実施・・・経営計画発表会、四半期発表会
で会社の現状を進む道を知らせる
2.サンクスカードの実施・・・感謝の言葉カードに記して
交わしています。
3.5S（環境整備）の実施･･･物を探さないで仕事が出来
る会社、整理整頓です。
4.各種分科会の実施・・・イベント、ニューモラル、企画、
製造、000 等をテーマに行っています。
5.全体の勉強会の実施・・・みんなの意識が高まるように、
人と風土の日で勉強会、掃除、ミシンの研究会を月に
一度行っています。
6.夏休み家族と共に仕事を経験する・・・親、祖母、祖父
の仕事の楽しさを子どもに知ってもらうために、来年の
夏休みから行います。
7.創立 140 周年記念事業の実施･･･10 月 28 日社員、
家族、仕入れ先、地元の得意先との記念祝賀会を予定
しています。
また、「かさもりの仕事展」11 月 2 日から 5 日まで、「かさ
もりの仕事展」有鄰館酒蔵で実施致します。今までの携
わってきた刺繍製品の展示、ワークショップを行います。
１１月の終わりには、スノードという団体と一緒にトークイ
ベントを行います。また、東京で創立 140 周年パーティ
ーをする予定です。ご静聴ありがとうございました。

本日のお食事

美喜仁 ちらしずし

✿本日のお花✿

桐生第一高等学校
進路ガイダンス
平成 29 年 10 月 5 日(木)
桐生第一高等学校１年生を対象に今年も進路ガイダ
ンスが行われ、朝倉剛太郎君と高橋弘史君が講師とし
てお話をしてくれました。

【例会予告】
10 月 18 日(水)桐生 5RC 合同例会
点鐘：午後 6 時 30 分
場所：桐生プリオパレス
23 日(月)桐生 5RC 合同例会に振替の為休会
30 日(月) ♦ 卓 話 未来の夢計画実施
♦ 食 事 利 休

